
・ 貸付者が返済中の場合、連帯保証人自身が貸付申込みをすることはできません。 
・ なお、同じ施設・団体内に、借受申込額以上の退職共済金がある連帯保証人をたてられない場

合は、連帯保証人を 2 名たて、2 名の退職共済金の合計額が借受申込額以上になること 
 

(３) 申込前の事前問合わせ 
・ 借入希望者は、申込書作成前に必ず従事者共済会に連絡し、貸付可能額・必要書類等の案内

を直接受けてください。 
・ 現在、返済中の方が新たな貸付を希望される場合も、同様です。詳しくはＰ74 を参照。 
※ 事前問合わせをせず申込み、申請内容に不備があった場合、希望どおりの貸付ができないこ

とがあります。 
 
２ 貸付金申込みの手続き 

(１) 申込みに必要な書類 
 貸付申込額に応じ、以下の書類を提出すること 
 

貸付申込額 ５～５０万円 ５５～３００万円 

①貸付金借受申込書 ○ ○ 
②金銭消費貸借契約証書 ○ ○ 
③収入印紙 ○ ○ 
④印鑑登録証明書(６か月以内のもの) × ○ 
⑤申込理由･金額を証明する書類 
＊Ｐ55 参照 

× 
ただし、特例貸付の場合は要 

○ 

⑥貸付残額の控除について（貸付時） 
返済中の方が新たな貸付を希望する場合、前の貸付金の残

額を新規貸付金額で相殺する際に必要 

・ ①②⑥の様式については、東社協ホームページからダウンロードしてください。 
・ 提出された書類は返却できません。 

 
(２)申込書等の作成における注意点 

① 印鑑 
 ・「貸付金借受申込書」「金銭消費貸借契約証書」への押印は、同じ印鑑*とします。 

訂正印が必要な場合も、同じ印鑑を押印してください。（*ゴム印・シャチハタ等は不可） 
・借入申込額が 55 万円以上の場合は、実印を押印し、印鑑登録証明書の貼付が必要です。 

② 収入印紙 
・「金銭消費貸借契約証書」には借入申込額に応じた収入印紙を貼付し、申込者の印鑑（上記①

の印鑑）で割印（左右２か所）してください。 
・借入申込額が 55 万円以上の場合は、実印を押印ください。 

 
     
 
 
 

③ その他 
 ・「貸付金借受申込書」「金銭消費貸借契約証書」の申込者の氏名・住所および連帯保証人の氏 

名・住所は、ご本人の自署とします。 
 ・申込者が施設長の場合、申込書の「同意書」は、法人の代表者とします。 
 ・「貸付金借受申込書」「金銭消費貸借契約証書」はＡ３判で出力してご使用ください。やむを 

得ずＡ４判２枚に分かれてしまう場合は、契印（２枚をホチキス止めし、綴り目に申込者印 
と同じ印を押す）してください。 

＜貸付申込額＞    ＜収入印紙＞ 

10 万円以下   200 円 

50 万円以下   400 円 

100 万円以下  1,000 円 

105 万円以上  2,000 円 

72



(３) 申込理由・金額を証明する書類 

申込み理由に応じ、以下の書類を１種類提出すること 

申込理由 書 類 
※以下のいずれか１種類を提出すること 備 考 

①災害 ・官公庁で発行する罹災証明 特例貸付 

②傷病 ・病院の請求書または領収書 
・診断書＋所要額説明書*など 

特例貸付：本人・配偶者・未婚の子・

父母・祖父母が10日以上入院する場合 

③葬祭 

死亡者及び加入者との続柄が確認できるもの 
・死亡診断書 
・受理証明書(死亡届) 
・全部事項証明書(除籍謄本)など 

特例貸付 

④結婚 

加入者の婚姻年月日が確認できるもの 
・受理証明書(婚姻届) 
・全部事項証明書(戸籍謄本) 
・披露宴等の見積書*など 

加入者の子の結婚費用は⑩その他 

⑤住居 

住宅購入・改造 
・契約書 
・領収書 
・見積書* など 
 

・宛名が同居家族の場合、加入者の居

住を確認できる書類も添付（印鑑登

録証明書と家屋の住所が一致する場

合は不要） 

・土地のみの購入・賃貸物件は不可 

・ローンとの重複貸付も不可 

⑥家具購入 
⑦自動車購入 
⑧旅行 

・購入契約書・契約書 
・領収書 
・見積書* など 

「商談メモ」などで、見積書でないと

されているものは不可 

⑨教育 

〔入学前〕 
・所要額説明書(入学案内)*＋(受験票、合格通知)* 
・入学金や授業料等の領収書 など 
〔在学中〕 
・納入通知書 
・授業料等の領収書  
・学校名学科名の入った費用説明書*＋学生証(写) 

加入者またはその子の教育費用 

〔入学前〕 

入学予定の学校名・費用・入学者氏名

が分かること 

〔在学中〕 

学校名・学科（コース名）・費用・学生

氏名・在学証明が分かること 

⑩その他 
 

〔出産〕出生及び加入者との続柄が確認できるもの 
・母子手帳(表紙＋出産予定日記入ページ、出生届

出済証明書） 
・受理証明書(出生届) 
・全部事項証明書(戸籍謄本)など 
〔その他〕 
・購入契約書 
・領収書 
・見積書* など 

・加入者またはその配偶者の出産費用 
 
 
 
 
 
 
・貸付対象となるか、事前にお問い合

わせること 

・ 書類の宛名は、加入者名（申込理由により配偶者や子も可）のものに限ります。宛名なし・加入

者以外の宛名・インターネットから取得した見積書・書類発行者印なしは、不可です。 
・ 表中の    が付いた書類（支払い前の書類、見積書など）で借入申込みをした場合、貸付後

に領収書等（支払額と使途を証明する書類)を提出いただく場合があります。 
・ また、借入申込書に添付する領収書は、借受申込月の前月以降に発行されたものに限ります。 

例）10 月借受申込（11月１日付貸付分）⇒ ９月以降に発行された領収書 
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(４) 提出締切日・送金日等 
① 申込締切日：毎月 18日必着（土・日・祝日にあたる場合は前営業日） 

② 送金日：翌月の１日（本人の指定口座） 

③ 送金手数料：貸付金より控除 

④ 申込締切日の例外（※緊急貸付の場合）：葬祭・災害・傷病入院等で差し迫った事情がある 

場合、締切日によらず、緊急貸付の申込みを受付けます。詳しくは、従事者共済会にご相談 

ください。 

 

(５) 返済中の注意事項 

１）貸付金の残額を一括返済する場合 

 ・ 返還額・送金先などを必ず従事者共済会に確認してください。 
・ なお、貸付残額の一部のみを繰上げ返済することはできません。 

 

２） 転出・転入する場合 
・ 返済中に他の法人等へ転職し加入を継続する場合、返還金の請求先は転職先の施設・団体

（転入施設）に変わりますが、転出・転入の手続きが完了するまでは、転職前の施設・団

体（転出施設）に請求します。手続き遅延による返還金請求の遡及処理(清算等)はできま

せん。 
・ 転出施設は「共済契約転出・転入届」(様式 P134)と「貸付個人台帳(返還計画表)」の写し

を、転入施設に送付してください。 
 ・ また、本人は転入施設に｢返還に関わる依頼書｣を提出する必要があります。 

 ・ 転入施設は、受理した「共済契約転出・転入届」を必ず転出日翌月の 10 日までに従事者共

済会へ提出ください。期日までに提出がないと、貸付返還金の請求が正しく行えません。 
 

３） 休職する場合 
 ・ 返済中に従事者共済会の休職届を提出し、掛金請求を一時的に停止した場合も、返還金の

請求は継続しますので、本人から徴収してください。 
 

４） 退会する場合 

 ・ 必ず退会日翌月の 10 日までに、「共済加入解除申請書」「退職共済金受給申請書」「貸付残

額の控除について（退職時）」（様式 P148）を従事者共済会へ提出してください。 

・ 翌月 10日までに提出がないと、貸付残額を退職共済金より控除する手続きができず、退職

共済金を給付できません。 

 ・ また、退会日翌月の 10 日までに上記必要書類の提出がない場合、返還金の請求を継続しま

す。返還金の相殺処理はできませんので、ご注意ください。 

 

５） 新たな貸付を希望する場合 

・ 返済中に新たな貸付を希望される場合、現在の貸付限度額から貸付残金を引いた額を貸付ける

ことができます。 
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(６) 申込みから返還完了までの事務手順 
 給与担当者 貸付希望者（借受人） 

①事前問い合わせ ・本人から借入相談を受けた場合、「ご存知で

すか？共済会貸付制度」（東社協ホームペー

ジ参照）を渡し、従事者共済会に事前問い合

わせをするよう伝える。 

・従事者共済会に、貸付希望であること

を連絡し、貸付限度額、必要書類等を

確認する。 
＊返済中の方が、改めて借受を希望する場合
は、一括返済または返済残額を新規貸付金
で相殺して清算することになります。 

②申込書等の記入 ・「貸付金借受申込書」｢金銭消費貸借契約証書｣

「貸付返還に関する依頼書」を様式集または

東社協ホームページから印刷して、本人渡

す。 
＊｢申込書等記入時の注意｣を本人に説明する。 

・「貸付金借受申込書」｢金銭消費貸借契

約証書｣を記入し、必要書類を整える。 

③申込書等を勤務
先に提出 

 ・｢貸付金借受申込書｣「金銭消費貸借契

約書」｢貸付金返還に関わる依頼書｣を

施設長、給与担当者に提出する。 
④申込書の確認 ・連帯保証人の欄に記入がある場合は、その者

に確認をする。 
・申込書の同意書欄に押印し、本人に戻す。 
・｢貸付金返還に関わる依頼書｣を施設で保管す

る。(共済会への提出不要) 
＊本依頼書は、労基法に基づく｢賃金控除に関する
協定｣を締結し、従事者共済会貸付金返還金の控
除について記載があれば不要 

 

⑤申込書等を従事
者共済会に提出 

 ・本人が、従事者共済会に持参または郵

送する。 
・毎月18日(土・日・祝日の場合は前営

業日)締切必着(翌月１日送金) 
⑥貸付決定通知書 
      (Ｐ81) 

・従事者共済会から｢貸付決定通知書｣を受理

(送金日の数日前)。 
・内容を確認し、借受人・連帯保証人に渡し、

一部を施設で保存する。 

・｢貸付決定通知書｣を受け取る。 

⑦返還計画表 
 (Ｐ82) 

・「貸付決定通知書」に同封される「返還計画

表」を受理し、一部を借受人に渡し、一部を

施設で保管する。 

・｢返還計画表｣を受け取る。 

⑧領収書のコピー
等を従事者共済
会に提出 

 ・従事者共済会から必要書類の提出を指

定された場合、本人が領収書のコピー

等を従事者共済会に郵送する。 
⑨返還金の給与か
らの控除 

・「返還計画表」に従って、毎月の返還金を借

受人の給与から差引く。 
＊借受人の選択により｢増額月併用返還｣の場合も
あります。（増額月＝1 月、7 月） 

＊初回の返還額が２回目以降と異なる場合があり
ますのでご注意ください。 

・給与から毎月の返還金が控除される。 
＊返済は貸付を受けた月から始まります。 

⑩返還金の引き落
し 

・(毎月20日頃)従事者共済会掛金の請求ハガキ

(Ｐ46)及び｢貸付金返還金請求内訳書｣(Ｐ83)
により今月分の貸付金返還金額を確認する。 

・(毎月27日)従事者共済会掛金引落と同日に貸

付金返還金も引き落とされるので確認する。 
＊返還金の引落口座は、掛金引落口座と別にするこ
ともできます。 

 

⑪返還完了時 ・従事者共済会から「貸付金返還完了報告書」

を受理(最終引落月の翌月)。 
・内容を確認のうえ、借受人・連帯保証人に配

付し、一部を施設で保存する。 
・「金銭消費貸借契約証書」も同時に返還され

るので、借受人に渡す。 

・｢貸付金返還完了報告書｣と｢金銭消費貸

借契約証書｣を施設担当者から受取る

(最終引落月の翌月)。 
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